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1はじめに
ProLiant Gen9 サーバーは、UEFI に基づいて業界標準のシステムファームウェアをサポートし
ます。ProLiant Gen9 UEFI サーバーの展開オプションでは、拡張組み込みネットワークスタッ
クと内蔵 UEFI シェル環境を利用することで、高い信頼性、セキュリティ、スケーラビリティ
を提供し、既存のネットワークベースの展開ソリューションよりも速いダウンロード速度を実
現します。

UEFI の展開方法
UEFI ベースの ProLiant Gen9 サーバーのインストールと展開には、以下の各方法を使用でき
ます。

• SD（Secure Digital）－ProLiant Gen9 サーバーでオペレーティングシステム展開のター
ゲットとして、ハードディスクドライブまたはソリッドステートドライブストレージの代
わりに SD カードを使用します。現在市販されているあらゆる容量のカードを使用するこ
とができます。

• USB－任意の .efi タイプの UEFI アプリケーションを起動するブート可能な UEFI USB
フラッシュドライブを作成、OS ランチャーを \efi\BOOT\BOOTX64.EFI に保存するこ
とによって起動、またはオペレーティングシステムのインストールのストレージとして
USB フラッシュドライブのパーティションを使用します。

• PXE（Preboot Execution Environment）および iPXE－PXE は、サーバーのネットワー
ク機能を使用して IP アドレスを取得し、サーバーからファイルをダウンロードして起動
します。iPXE は、HTTP ブートおよびその他のオプションを提供することで、PXE のブー
ト方法を拡張します。

• iSCSI（Internet Small Computer System Interface）－LUN 上、または iSCSI ストレー
ジエリアネットワーク（SAN）に格納されているイメージから起動します。

• HTTP/FTP URL－PXE ブートに使用される UDP 接続より信頼性の高い TCP 接続経由の
HTTP と FTP を使用して、ファイルをネットワーク上（URL）からダウンロードして起動
します。

• 内蔵 UEFI シェル－より高速なネットワークベースのオペレーティングシステムを展開す
る自動スクリプトソリューションを提供する方法として、内蔵 UEFI シェルから起動しま
す。

• SAN（FC および FCoE）－ファイバーチャネルストレージエリアネットワーク（SAN）
上にあるディスクのオペレーティングシステムイメージから起動します。

• ローカルの HDD－SATA AHCI または Dynamic Smart アレイ RAID コントローラーに接続
されているローカルのハードディスクドライブのディスクから起動します。
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2 UEFI ブート設定の構成
ブート設定

iLO 4 Web インターフェイス、UEFI システムユーティリティメニュー、または RESTful イン
ターフェイスツールを使用すると、構成したブートオプションからのサーバーのブート試行順
序など、ブート設定を表示して変更することができます。

ここでは、システムユーティリティメニューを使用してブート設定を構成する方法について説
明します。

詳細情報

『HPE iLO 4 ユーザーガイド』：http://www.hpe.com/info/ilo/docs
RESTful インターフェイスツールのドキュメント：http://www.hpe.com/info/restfulinterface/
docs または http://www.hpe.com/jp/proliantessentials_manual

ブートモードの比較：UEFI とレガシ BIOS
ProLiant Gen9 サーバーのブートモード構成は、UEFI モード（デフォルトのブートモード）と
レガシ BIOS モードの 2 つです。このガイドで説明されている一部ブートオプションでは、特
定のブートモードを選択する必要があります。

• [UEFI モード]－デフォルトのブートモードです。UEFI と互換性のあるオペレーティング
システムを起動するようにサーバーを構成するモードであり、セキュアブートや、USB、
IPv6 PXE、iSCSI、HTTP/FTP URL、内蔵ユーザーパーティション、Dynamic Smart アレ
イ B140i コントローラーからのブートなど、特定の UEFI システムユーティリティオプ
ションを使用するために必要です。

• [レガシ BIOS モード]－このブートモードでは、レガシ BIOS 互換モードで従来のオペレー
ティングシステムを起動するようにサーバーが構成されます。状況によっては、レガシ
BIOS モードでの操作が必要な場合があります。例を挙げると、レガシブートモードを使
用してインストールしたカスタム OS イメージやレガシ BIOS システムを使用して作成し
たカスタム OS イメージの起動があります。

ブートモードの選択

前提条件

[UEFI モード]で起動する場合、[UEFI 最適化ブート]を有効のままにして、システムがネイティ
ブの UEFI グラフィックドライバーを使用するようにします。

[ブートモード] を選択するには、次の操作を行います。
1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[ブートオプション]→[ブートモード]を選択し、[Enter] キーを押します。

2. 設定を選択して、[Enter] キーを押します。
• [UEFI モード]（デフォルト）－UEFI 互換オペレーティングシステムに起動するよう

にシステムを構成します。

• [レガシ BIOS モード]－レガシ BIOS 互換モードで従来のオペレーティングシステム
に起動するようにシステムを構成します。

3. [F10] キーを押します。
4. サーバーを再起動します。

UEFI 最適化ブート
このオプションを使用すると、システム BIOS がネイティブの UEFI グラフィックドライバー
を使用して起動するかどうかを制御できます。
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この設定を変更する前に、以下の点を考慮してください。

• Microsoft Windows 2008 または Windows 2008 R2 オペレーティングシステムを実行して
いて、システムが UEFI モード用に構成されている場合は、このオプションを無効に設定
します。Windows でのビデオ操作には、レガシ BIOS モードのコンポーネントが必要で
す。

• このオプションを有効化するときは、[ブートモード]を [UEFI モード]に設定する必要があ
ります。ブートモードの選択を参照してください。

• 次の操作では、このオプションを有効にする必要があります。

[セキュアブート]を有効にして使用します。『HPE ProLiant Gen9 サーバー用 HPE
UEFI システムユーティリティユーザーガイド』の「セキュアブート」を参照してく
ださい。

◦

◦ VMware ESXi を動作させる。

[UEFI 最適化ブート] の有効化と無効化
1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[ブートオプション]→[UEFI 最適化ブート]を選択し、[Enter] キーを押しま
す。

2. オプションを選択し、[Enter] キーを押します。
• [有効]（デフォルト） - UEFI モードに設定されている場合、ネイティブの UEFI グラ
フィックドライバーを使用して起動するようにシステム BIOS を構成します。

• [無効] - INT10 レガシビデオ拡張 ROM を使用してブートするようにシステム BIOS を
構成します。

3. [F10] キーを押します。
4. サーバーを再起動します。

UEFI ブート順序
このオプションを使用すると、[UEFI ブート順序]リスト内のエントリーのブート順序を変更で
きます。

図 1 UEFI ブート順序リストの例

RESTful インターフェイスツールを使用して [UEFI ブート順序]リストを構成することもでき
ます。次の RESTful インターフェイスツールのドキュメントを参照してください：http://
www.hpe.com/info/restfulinterface/docs または http://www.hpe.com/jp/
proliantessentials_manual 。

UEFI ブート順序リストの変更
1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[ブートオプション]→[UEFI ブート順序]を選択し、[Enter] キーを押します。
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2. 矢印キーでブート順序リスト内を移動します。

3. ブートリスト内のエントリーを上に移動するには、[+] キーを押します。
4. リスト内のエントリーを下に移動するには、[-]キーを使用します。
5. [F10] キーを押します。

レガシ BIOS ブート順序
ご使用のサーバーがレガシ BIOS モードで構成されている場合、この設定を使用して [レガシ
BIOS ブート順序]リスト内でサーバーが OS ブートファームウェアを検索する順序を変更でき
ます。

レガシ BIOS ブート順序リストの変更
前提条件

ブートモードが [レガシ BIOS モード]に設定されている。

レガシ BIOS ブート順序を変更するには、次の操作を行います。
1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[ブートオプション]→[レガシブート順序]を選択し、[Enter] キーを押しま
す。

2. 矢印キーでブート順序リスト内を移動します。

3. ブートリスト内のエントリーを上に移動するには、[+] キーを押します。
4. リスト内のエントリーを下に移動するには、[-]キーを使用します。
5. [F10] キーを押します。
6. サーバーを再起動します。

ブートオプションを追加
このオプションを使用して、拡張子.EFI を持つ x64 UEFI アプリケーション（OS ブートロー
ダーやその他の UEFI アプリケーションなど）を選択し、新しい UEFI ブートオプションとし
て追加できます。

新しいブートオプションは、UEFI ブート順序リストの最後に追加されます。ファイルを選択
すると、ブートメニューに表示されるブートオプションの説明と、EFI アプリケーションに渡
されるオプションデータの入力を求めるプロンプトが表示されます。

UEFI ブート順序リストへのブートオプションの追加
1. FAT16/FAT32 パーティションを持つメディアを接続します。
2. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成

（RBSU）]→[ブートオプション]→[アドバンスト UEFI ブートメンテナンス]→[ブートオ
プションの追加]を選択し、[Enter] キーを押します。

3. リスト内の.EFI アプリケーションを選択して [Enter] キーを押します。
4. 必要に応じて、[Enter] キーを押してメニューオプションをドリルダウンします。
5. ブートオプションの説明とオプションのデータを入力し、[Enter] キーを押します。

[UEFI ブート順序]リストに新しいブートオプションが表示されます。
6. [変更をコミットして終了]を選択して、選択内容を保存します。

ワンタイムブートメニューオプション
[ワンタイムブートメニュー]を使用して、ワンタイムブートオーバーライドに UEFI ブートオ
プションを選択できます。
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注記: このオプションを選択しても、事前定義済みのブート順序の設定は選択したオプショ
ンにより変更されません。iLO 4 リモートコンソール経由で USB キーまたは仮想メディアを使
用する場合は、システムユーティリティを終了して再度起動し、このメニューを更新してデバ
イスを表示します。

図 2 ワンタイムブートメニュー

以下のブートオプションがあります。

• [Windows Boot Manager] などの OS ブートマネージャー - インストールされている OS
のブートマネージャーを一覧表示します。

• [Generic USB Boot] - UEFI で起動可能な USB デバイスのプレースホルダーを提供しま
す。このオプションのブート優先順位を設定し、今後取り付ける可能性がある USB デバ
イスと使用する際にこの優先度を保持できます。この優先順位を設定しても、[UEFI ブー
ト順序]リスト内の個々の USB デバイスの優先順位設定には影響しません。

注記: このオプションは、UEFI モードでのみ使用できます。取り付けられた個々の USB
デバイスのブート順序が低く設定されている場合でも、システムは [Generic USB Boot]
エントリーで指定された順序ですべての UEFI でブート可能な USB デバイスのブートを
試みます。

• 内蔵 Flexible LOM

• 内蔵 UEFI シェル

• 内蔵 SATA ポート

• [ファイルシステムから UEFI アプリケーションを実行] - ファイルシステムから実行する
UEFI アプリケーションを選択できるようにします。システムで使用できるすべての FAT
ファイルシステムを表示できます。x64 UEFI アプリケーション（拡張子.EFI）を選択して
実行することもできます（OS ブートローダー、その他の UEFI アプリケーションなど）。

• [レガシ BIOS ワンタイムブートメニュー] - [レガシ BIOS ワンタイムブートメニュー]を終
了および起動します。このメニューで、今回のブートのみの特定のオーバーライドオプ
ションを選択できます。このオプションでは、ご使用のブート順序やモードの設定は変更
されません。

ワンタイムブートのためのオプションの選択
1. [システムユーティリティ]画面で、[ワンタイムブートメニュー]を選択し、[Enter] キーを

押します。

2. オプションを選択し、[Enter] キーを押します。
3. サーバーを再起動します。
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3 SD ブート
Intelligent Provisioning を使用したオペレーティングシステムの SD カー
ドへの展開

Intelligent Provisioning は ProLiant Gen9 サーバーに組み込まれている単一サーバー展開ツール
であり、オペレーティングシステムの SD カードへの展開をサポートしています。SD カード
では、SD ブート、およびハードディスクドライブやソリッドステートドライブに似たオペレー
ティングシステムドライブスペース機能を提供しています。Intelligent Provisioning を介してオ
ペレーティングシステムを展開すると、Hewlett Packard Enterprise 認定の SD カード（取り付
けられている場合）がオペレーティングシステム展開の選択肢としてリストされます。これに
よりサポートされているオペレーティングシステムを SD メディアに簡単に、一貫して展開で
きます。

オペレーティングシステムの SD カードへの展開
前提条件

• オペレーティングシステムを UEFI モードで起動するため、SD カードが GPT フォーマッ
トである。

• オペレーティングシステムをレガシ BIOS モードで起動するため、SD カードが MBR フォー
マットである。

• いずれかのブートモードでオペレーティングシステムインストーラーまたはプリブートア
プリケーションを起動するため、SD カードが FAT16 または FAT32 フォーマットである。

• システムユーティリティで [内部 SD カードスロット]オプションが有効になっている。こ
れはデフォルト設定です。HPE ProLiant Gen9 サーバー用『UEFI システムユーティリティ
ユーザーガイド』の「内部 SD カードスロット」を参照してください。

オペレーティングシステムの展開

1. Intelligent Provisioning を起動します。
2. システムプロファイル、アレイ構成、ファイバーチャネル構成、SD カード構成などのハー
ドウェアの設定を表示し、変更します。

3. オペレーティングシステムファミリー、インストール方法、ソースメディアタイプなどの
オペレーティングシステムの選択情報を表示し、変更します。

4. バージョンやキーボードタイプなどの OS の情報を表示し、変更します。
5. 設定を確認し、保存します。

6. ブート順序を変更して SD カードをブート順序リストの一番上に配置します。

詳細情報

『HPE Intelligent Provisioning ユーザーガイド（HPE ProLiant Gen9 サーバー向け）』

Intelligent Provisioning を使用したオペレーティングシステムの SD カードへの展開 11



4 USB ブート
USB ブートオプション

• Windows をインストールするためのブート可能な UEFI USB フラッシュドライブの作成

• 内蔵ユーザーパーティションを使用した、VMware ESXi のインストールおよび起動

• HPE Dual MicroSD デバイスからのブート

• UEFI モードとレガシ BIOS モードの両方のデュアルブート USB キーの作成

汎用 USB ブート
[ワンタイムブートメニュー]の [汎用 USB ブート]エントリーは、UEFI でブート可能な USB
デバイスのプレースホルダーです。このオプションのブート優先順位を設定し、今後取り付け
る可能性がある USB デバイスと使用する際にこの優先度を保持できます。この優先順位を設
定しても、[UEFI ブート順序]リスト内の個々の USB デバイスの優先順位設定には影響しませ
ん。新たに追加された USB デバイスは、デフォルトでリストの一番下に表示されますが、こ
れらのエントリーはリスト内で移動し、そのエントリーから起動することもできます。

注記: このオプションは、UEFI モードでのみ使用できます。取り付けられた個々の USB デ
バイスのブート順序が低く設定されている場合でも、システムは [Generic USB Boot] エント
リーで指定された順序ですべての UEFI でブート可能な USB デバイスのブートを試みます。

詳細情報

ワンタイムブートメニューオプション

Windows をインストールするためのブート可能な UEFI USB フラッシュ
ドライブの作成

前提条件

• フラッシュドライブが FAT/FAT32 としてフォーマットされている。

• OS ランチャーを起動する場合、ブートローダーが .efi タイプであり、デフォルトの場
所（\efi\BOOT\BOOTX64.EFI）に格納されている。

• システムユーティリティの [USB オプション]が USB ドライブからのブートをサポートす
るように構成されている。これはデフォルトの構成です。詳しくは、『HPE ProLiant Gen9
サーバー用 UEFI システムユーティリティユーザーガイド』の「USB オプション」を参照
してください。

起動可能な USB を作成するには、次の操作を行います。
1. Windows 7、8 または 8.1 コンピューターに USB フラッシュドライブを接続して、コマン

ドプロンプトを開きます。

2. 以下のコマンドを一度に 1 つずつ入力して Enter キーを押します。
diskpart

list disk

3. USB フラッシュドライブのディスク番号を記録します。
4. USB キーを右クリックしてフォーマットします。
5. OS インストール用の .iso ファイルからイメージファイルを抽出するには、以下の手順

に従ってください。
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a. ファイルエクスプローラーを開いて、.iso ファイルに移動し、右クリックして（コ
ンテキストメニューを開き）[マウント]をクリックします。
.iso ファイルが開きます。

b. .iso ファイル内のすべてのファイルを選択し、[送る]および USB フラッシュドライ
ブの取り外し可能ディスクを右クリックして選択します。

6. 64 ビットの Windows 2008 R2 または 2012 UEFI USB フラッシュドライブを作成してい
る場合、.iso イメージの内容を USB にコピーします。

7. USB フラッシュドライブで、efi\microsoft\boot フォルダーを 1 つレベルを上げて
efi フォルダーにコピーし、efi\boot にします

8. アーカイブユーティリティを開き、USB フラッシュドライブの sources\install.wim\
1\Windows\Boot\EFI\bootmgfw.efi に移動します。

注記: Install.wim ファイルはディレクトリではありません。これは Windows イメー
ジ形式のファイルです。

9. bootmgfw.efi ファイルを選択し、これを USB フラッシュドライブの /efi/boot/フォ
ルダーにコピーします。

10. [OK] をクリックし、アーカイブユーティリティを閉じます。
11. bootmgfw.efi ファイルの名前を bootx64.efi に変更します。
12. ブート可能な UEFI USB フラッシュドライブで UEFI を使用し、Windows 2008 R2 または

Windows 2012/2012 R2 のクリーンインストールを実行します。

内蔵ユーザーパーティションを使用した、VMware ESXi のインストー
ルおよび起動

注記: 内蔵ユーザーパーティションのデータは、定期的にバックアップすることをお勧めし
ます。

前提条件

ブートモードが [UEFI モード]（デフォルト設定）に設定されている。

VMware ESXi をインストールおよび起動するには、次の操作を行います。
1. [内蔵ユーザーパーティション]を有効にするには、次の操作を行います。

a. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[システムオプション]→[USB オプション]→[内蔵ユーザーパーティショ
ン]を選択し、[Enter] キーを押します。

b. [有効]を選択して、[Enter] キーを押します。
c. 必要に応じて、パーティションをフォーマットします。

d. [F10] キーを押します。
2. ブート順序を変更して内蔵ユーザーパーティションをブート順序リストの一番上に配置し
ます。

3. サーバーを再起動します。

HPE Dual MicroSD デバイスからのブート
HPE Dual MicroSD は、USB ブートデバイスとよく似ています。HPE Dual MicroSD は、VMware
ESX など、オペレーティングシステムの冗長イメージを格納できます。詳しくは、HPE Dual
8GB MicroSD Enterprise Midline USB User Guide（http://www.hpe.com/support/
8GBDualMicrosd_ug_en （英語））を参照してください。

内蔵ユーザーパーティションを使用した、VMware ESXi のインストールおよび起動 13
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UEFI モードとレガシ BIOS モードの両方のデュアルブート USB キー
の作成

デュアルブート USB デバイスを作成してレガシ BIOS（DOS など）と UEFI シェルの両方を
起動することができます。これは、たとえばオフラインの ROM アップグレードユーティリ
ティを実行する場合に便利です。これには、次の操作を行います。

1. レガシ BIOS モード MBR を含む FAT/FAT32 パーティションのある USB デバイスを接続
します。

2. レガシブート可能な USB に \efi\BOOT\BOOTX64.EFI ブートローダーを追加します。
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5 PXE および iPXE ブート
PXE および iPXE 操作

• PXE では、サーバーのネットワーク機能を使用してネットワーク接続経由でクライアント
システムを起動する方法が定義されます。DHCP や TFTP など、標準ネットワークプロト
コルが必要です。

• iPXE は、先進的なオープンソースのネットワークブートファームウェアです。iPXE は、
次の操作を可能にする、強化された PXE 実装を提供します。

◦ HTTP 経由で Web サーバーまたは WAN から起動する。

◦ TFTP サーバーを介して iPXE に「チェインロード」し、iPXE の機能を取得する。各
サーバーのネットワークカードを個別に再フラッシュする必要はありません。

◦ プリ UEFI HPE サーバーおよび非 HPE サーバーを含む、すべてのサーバーに対して
iPXE を使用して、PXE ブートプロセスを統一する。

◦ スクリプトを使用してブートプロセスを制御する。

iPXE を使用して、シリアル番号、製品名、製造者、UUID、MAC アドレス、任意の
SMBIOS 値など、サーバーの固有の識別子を収集できます。また、スクリプトを構成
して、iPXE スクリプトを実行するマシンのタイプまたは ID に基づいて特定のアク
ションを実行することもできます。

ProLiant Gen9 サーバーでは、DHCP サーバーの filename が ipxe.efi に設定されて
いる場合に iPXE が起動します。DHCP サーバーの filename が PXE 環境用に構成され
ている場合は、標準の PXE が起動します。たとえば、Linux 環境で標準の PXE を起動す
るには、DHCP の filename を pxelinux.0 に設定します。

詳細情報

PXE の設定
iPXE の構成

PXE マルチキャストブート
PXE マルチキャストでは、1 対多または多対多のディストリビューションを使用して、グルー
プ通信のユニキャストとブロードキャストを結合します。これはクライアント側とサーバー側
の両方の機能です。Microsoft Windows Server 2012 などのオペレーティングシステムでは、
PXE マルチキャストモードでの展開がサポートされています。UEFI では、レガシ BIOS やオ
プション ROM ではサポートされない機能である、クライアント側での PXE マルチキャスト
ブートが有効になります。UEFI ベースのシステムの PXE スタックは、マルチキャストアドレ
スで「リスン」します。これによってサーバーは複数の PXE ブートクライアントをマルチキャ
ストグループの一部としてインストールできるため、時間と帯域幅が節約され、サーバー負荷
が軽減されます。

PXE の設定
PXE の動作には、DHCP および TFTP が必要です。通常、ISC dhcpd サービスまたは dnsmasq
によって Linux DHCP が提供されます。

• Linux 環境でのレガシ BIOS クライアント用の PXE サーバーの構成は、最新の DHCP サー
バーがどのように構成されているかを示します。これには、ISC dhcpd サービスによる構
成と dnsmasq オプションによる構成の両方の例が含まれます。

• Linux 環境での UEFI ベースクライアント用の PXE サーバーの構成は、DHCP を有効にし
て、レガシ BIOS PXE に加えて UEFI PXE を動作させるために追加する必要があるものの
構成例を示します。

PXE および iPXE 操作 15



詳細情報

HTTP/FTP URL ブート

Linux 環境でのレガシ BIOS クライアント用の PXE サーバーの構成
標準のレガシ BIOS ブートローダーは、PXELINUX です。これを構成するには、以下の手順に
従ってください。

1. 次のいずれかを使用して DHCP を構成します。
• ISC dhcpd の構成

• dnsmasq の構成
2. TFTP を構成します。TFTP の構成を参照してください。

DHCP の構成

ISC dhcpd の構成
1. Linux ディストリビューションに関連付けられているコマンドを使用して DHCP サーバー
パッケージをインストールします。

2. 次の例に示すように、dhcpd.conf ファイルに filename オプションを追加します。

例 1 レガシ BIOS 構成 dhcpd.conf ファイル

#/etc/dhcpd.conf
option domain-name "pxetest.org";
option domain-name-servers 192.168.100.10;
option routers 192.168.100.1;
ddns-update-style none;
filename "pxelinux.0";
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.100.20 192.168.100.254;
default-lease-time 14400;
max-lease-time 172800;
next-server 192.168.100.10;
}

dnsmasq の構成
1. Linux ディストリビューションに関連付けられているコマンドを使用して dnsmasq パッ
ケージをインストールします。

2. 次の例に示すように、dnsmasq.conf ファイルに dhcp-boot オプションを追加します。

例 2 レガシ BIOS 構成 dnsmasq.conf ファイル

#Configuration file for dnsmasq
#DHCP configuration
dhcp-option=option:domain-serch,foo.org
dhcp-boot=pxelinux.0,pxeserver,192.168.100.10
dhcp-range=set:devnet,192.168.100.20,192.168.100.254,1h
dhcp-option=tag:devnet,121,0.0.0.0/0,192.168.100.1

TFTP の構成
1. Linux ディストリビューションに関連付けられているコマンドを使用して tftp パッケー
ジをインストールします。

2. /etc/xinetd.d/tftp 構成ファイルで、disable パラメーターを yes から no に変更
します。
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例 3 レガシ BIOS 構成 tftp ファイル

# default: off
# description: tftp service is provided primarily for booting or when a \
# router need an upgrade. Most sites run this only on machines acting as
# "boot servers".
service tftp
{

socket_type = dgram
protocol = udp
wait = yes
flags = IPv6 IPv4
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = -s /tftpboot
disable = no

}

3. pxelinux.0 ファイルを入手するには、Syslinux パッケージをインストールします。
4. xinetd を起動し、ブート時に必ず有効になっているようにするには、次のいずれかを行
います。

• SysVinit 構成の場合：
service xinetd start

chkconfig xinted on

• systemd など、SysVinit 構成以外の場合：
systemctl xinetd enable

systemctl xinetd start

5. ブートローダーファイルが /tftpboot ディレクトリにあることを確認します。
6. ブートローダーファイルが読み取り可能であることを確認するには、次のように入力しま
す。

# ls -l /tftpboot/pxelinux.0

7. TFTP サーバーが有効であることを確認するには、次のように入力します。
chkconfig tftp

注記: chkconfig tftp に入力するコマンド構文は、ご使用のサーバーの Linux バー
ジョンによって異なる可能性があります。

tftp ディレクトリ構造は、次の例のようになります。

例 4 サンプル TFTP ディレクトリ構造

/tftpboot
/tftpboot/pxelinux.0
/tftpboot/pxelinux.cfg/default
/tftpboot/RHEL6.6
/tftpboot/RHEL7.0
/tftpboot/SLES11
/tftpboot/SLES12
/tftpboot/Trusty

デフォルトのメニューファイルは、次の例のようになります。

PXE の設定 17



例 5 レガシ BIOS PXE 用デフォルトファイルのサンプル
default menu.c32
prompt 0
timeout 250
ONTIMEOUT local
#CONSOLE 0
#SERIAL 0 9600
menu title Linux PXE services
menu autoboot Starting Local System in # seconds
label
menu default
label local
menu label ^boot from local disk
COM32 chain.c32
append hd0
label hdt
menu label ^Hardware Detection Tool
COM32 hdt.c32
MENU SEPARATOR
label RHEL-6.6Server-x86_64
kernel RHEL6.6/vmlinuz
append vga=normal initrd=RHEL6.6/initrd.img repo=http://192.168.100.10/repo/RHEL6.6/disc1
label RHEL-7.0Server-x86_64
kernel RHEL7.0/vmlinuz
append vga=normal initrd=RHEL7.0/initrd.img repo=http://192.168.100.10/repo/RHEL7.60/disc1
label SLES-11Server-x86_64_kISO
kernel SLES11/kISO/linux
append initrd=SLES11/kISO/initrd.img repo=http://192.168.100.10/repo/RHEL6.6/disc1
addon=http://192.168.100.10/repo/kISO_SLES11_Gen9/disc1
label SLES-12Server-x86_64
kernel SLES12/linux
append initrd=SLES12/initrd.img repo=http://192.168.100.10/repo/SLES12/disc1
label Trusty-x86_64
kernel Trusty/linux
append initrd=Trusty/initrd.gz preseed/url=http://192.168.100.10/answers/trusty.cfg

Linux 環境での UEFI ベースクライアント用の PXE サーバーの構成
UEFI PXE には、レガシ BIOS PXE とは別のブートローダーが必要です。最も一般的なのは、
ELILO および GRUB2 です。Syslinux 6.x のリリースにより、Syslinux には PXE 機能が追加さ
れました。

次の例は、Linux 環境でのレガシ BIOS クライアント用の PXE サーバーの構成で示した既存の
DHCP 構成と TFTP 構成を変更して UEFI に含める方法を示しています。例では、追加機能を
太字で示しています。
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例 6 変更された dhcpd.conf ファイル

#/etc/dhcpd.conf
option domain-name "pxetest.org";
option domain-name-servers 192.168.100.10;
option routers 192.168.100.1;
ddns-update-style none;
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.100.20 192.168.100.254;
default-lease-time 14400;
max-lease-time 172800;
next-server 192.168.100.10;
##filename "pxelinux.0"; #comment out for UEFI settings
##Added sections for UEFI
# In initial DHCP DISCOVER packet, PXE client sets option 93 to its arch.
# 0000 == IA x86 PC (BIOS boot)
# 0006 == x86 EFI boot
# 0007 == x64 EFI boot
option arch code 93 = unsigned integer 16; # RFC4578
class "pxe-clients" {

match if substring (option vendor-class-identifier, 0, 9) = "PXEClient";
if option arch = 00:07 {
filename "EFI/bootx64.efi";

} else {
filename "pxelinux.0";

}
}
subnet 192.168.100.0 netmask 255.255.255.0{
range 192.168.100.20 192.168.100.254;
default-lease-time 14400;
max-lease-time 172800;
next-server 192.168.100.10;
}

例 7 変更された dnsmasq.conf ファイル

#Configuration file for dnsmasq
#DHCP configuration
dhcp-option=option:domain-serch,foo.org
dhcp-boot=pxelinux.0,pxeserver,192.168.100.10
# UEFI IPv4 PXE
# currently using elilo boot file
dhcp-match=set:efi-x86_64,option:client-arch,7
dhcp-boot=tag:efi-x86_64,/EFI/bootx64.efi,pxeserver,192.168.100.10
dhcp-range=set:devnet,192.168.100.20,192.168.100.254,1h
dhcp-option=tag:devnet,121,0.0.0.0/0,192.168.100.1

注記: DHCP オプション 93 の arch codes について詳しくは、RFC4578 を参照してくださ
い。
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例 8 更新された TFTP ディレクトリ構造

/tftpboot
/tftpboot/pxelinux.0
/tftpboot/pxelinux.cfg/default
/tftpboot/EFI/
/tftpboot/EFI/bootx64.efi
/tftpboot/EFI/textmenu-message.msg
/tftpboot/RHEL6.6
/tftpboot/RHEL7.0
/tftpboot/SLES11
/tftpboot/SLES12
/tftpboot/Trusty

ブートローダーの構成

UEFI PXE には、複数の異なるブートローダーを使用できます。EFI ベースのシステムの最初
のブートローダーの 1 つが ELILO でした。本書では、ELILO を構成する詳細な例と、GRUB2
を使用する単純な例を示します。Syslinux は、UEFI PXE のかなり新しいオプションであるた
め、ここでは説明していません。

ELILO の使用
ELILO は、UEFI システムにのみ使用できる UEFI Linux ブートローダーです。
1. http://sourceforge.net/projects/elilo/files/elilo/ からソースファイルをダウンロードしま
す。

2. 一時ディレクトリに elilo-3.16–all.tar.gz を抽出します。
3. 名前を elilo-3.16–x86_64.efi から bootx64.efi に変更します。グラフィカルブー
トメニューを使用する場合は、必要に応じてソースファイル
（elilo-3.16–source.tar.gz）を抽出し、メニューテンプレートとして
/elilo-3.16–source/examples/textmenu_chooser/textmenu-message.msg を
使用できます。

4. bootx64.efi を tftpboot/EFI/ディレクトリにコピーします。必要に応じて、
textmenu-message.msg を /tftpboot/EFI/にコピーします。

注記: ELILO 構成ファイルは、バイナリと同じディレクトリになければなりません。
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例 9 elilo.conf ファイルのサンプル

chooser=textmenu
message=textmenu-display.msg
prompt
delay=150
f1=general.msg
f2=params.msg
#timeout=300
#default=sles11kiso
image=/RHEL7.0/vmlinuz
label=rhel7.0

description = "RHEL 7.0 x86_64"
initrd=/RHEL7.0/initrd.img
append="repo=http://192.168.100.10/repo/RHEL7.0/disc1"
image=/RHEL6.6/vmlinuz

label=rhel6.6
description = "RHEL 6.6 x86_64"
initrd=/RHEL6.6/initrd.img
append="repo=http://192.168.100.10/repo/RHEL6.6/disc1"
image=/SLES11/kISO/linux

label=sles11kiso
description = "SLES 11 SP3 kISO Gen9"
initrd=/SLES11/kISO/initrd
append="install=http://192.168.100.10/repo/SLES11/disc1\
addon=http://192.168.100.10/
repo/kISO_SLES11_Gen9/disc1"
image=/SLES12/linux

label=sles12
description = "SLES 12"
initrd=/SLES12/initrd
append="install=http://192.168.100.10/repo/SLES12/disc1"
image=/Trusty/linux

label=trusty
description = "Ubuntu 14.04 amd64"
initrd=/Trusty/initrd.gz
append="preseed/url=http://192.168.100.10/answers/trusty.cfg"

GRUB2 の使用
GRUB2 は UEFI とレガシ BIOS の両方で機能するブートローダーです。現在セキュアブート
をサポートしている唯一のブートローダーでもあります。GRUB2 のソースファイルは、ftp://
ftp.gnu.org/gnu/grub/ からダウンロードすることができます。

注記: GRUB2 と GRUB レガシは同じものではないことに注意してください。
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例 10 grub2.conf ファイルのサンプル
menuentry 'RHEL 7.0 AUTO' {
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
linuxefi /k/rhel-7.0 ip=dhcp inst.ks=http://192.168.100.10/ks/rhel-7.0 devfs=nomount
initrdefi /i/rhel-7.0.img
}
menuentry 'Ubuntu 14.04.2 AUTO' {
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
insmod iso9660
# Cf: http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1495706.html
loopback loop /ubuntu-14.04.2-server-amd64.iso
linux (loop)/install/netboot/ubuntu-installer/amd64/linux ip=dhcp ks=http://192.168.100.10/ks/ubuntu-14.04
initrd (loop)/install/netboot/ubuntu-installer/amd64/initrd.gz
}

Syslinux の使用
Syslinux バージョン 6.x は UEFI をサポートしています。PXE ブートでの Syslinux の使用につ
いて詳しくは、http://www.syslinux.org/wiki/index.php/The_Syslinux_Project を参照してく
ださい。

Windows 環境でのレガシ BIOS ベースクライアント用の PXE サーバー
の構成

Windows Deployment Service（WDS）などのソフトウェアを使用して、Windows のレガシ
BIOS 用に PXE ブートを構成し、DHCP サーバーと TFTP サーバーを混在させるように構成す
ることができます。構成手順は、使用するソフトウェアによって異なる場合があります。

詳細情報

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj648426.aspx

Windows 環境での UEFI ベースクライアント用の PXE サーバーの構成
システム要件

Windows の以下のバージョンは、UEFI モードで起動できます。

• Windows 7

• Windows 2008 R2

• Windows Vista（64 ビット）

• Windows 8

• Windows Server 2012

• Windows Server 2012 R2
Windows XP や Server 2003 など、Windows の以前のバージョンは、レガシー BIOS モードで
のみ起動できます。

Windows サーバーの構成
Windows Deployment Services（WDS）などのソフトウェアを使用して、Windows で UEFI の
PXE ブートを構成できます。さらに、WDS を、Microsoft Deployment Toolkit（MDT）や
Configuration Manager などの展開ソリューションと組み合わせて使用することができます。
構成手順は、使用するソフトウェアに応じて異なる場合があります。

詳細情報

WDS の使用方法：https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj648426.aspx
Windows サーバーでの Configuration Manager の設定方法：
nl
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UEFI ネットワークブート用の VLAN の構成
システムユーティリティ[ネットワークオプション]→[VLAN 構成]メニューまたは RESTful イ
ンターフェイスツールを使用して有効なネットワークインターフェイスにグローバルな VLAN
構成を設定できます。これには、PXE ブート、iSCSI ブート、FTP/HTTP ブートで使用される
ものや、内蔵 UEFI シェルからのすべてのプリブートネットワークアクセスに対するものも含
まれます。

NIC カードがサポートされている場合、[システムユーティリティ]→[システム構成]オプション
の NIC 固有の構成メニューを使用して、ポートの VLAN 設定を設定することもできます。

重要: ProLiant Gen9 サーバーの PCIe スロットで、個々のカード固有の VLAN 構成をサポー
トしている NIC カードを使用する場合は、システムユーティリティネットワークオプションが
提供するグローバルな VLAN 構成方法、または個々のカード固有の VLAN 構成方法のいずれか
の方法のみを選択する必要があります。どのような状況でも、両方の VLAN 構成をアクティブ
にすることはありません。

UEFI ネットワークブート用に VLAN を構成するには、以下のいずれかの方法を選択します。

• システムユーティリティのネットワークオプションが提供するグローバルな VLAN 構成メ
ニューの使用

• 特定の NIC アダプターが提供する構成メニューの使用

詳細情報

RESTful インターフェイスツールの使用：http://www.hpe.com/info/restfulinterface/docs

システムユーティリティのネットワークオプションが提供するグローバルな VLAN 構成メニュー
の使用

1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[ネットワークオプション]→[VLAN 構成]を選択し、[Enter] キーを押しま
す。

2. 次の選択とデータ入力を完了した後で [Enter] キーを押します。
• [VLAN コントロール]－すべての有効なネットワークインターフェイスの VLAN タギ

ングを有効にするには、[有効]を選択します。この設定は、デフォルトで無効になっ
ています。

• [VLAN ID]－[VLAN コントロール]が有効な場合は、すべての有効なネットワークイン
ターフェイスにグローバルな VLAN ID（0～4094）を入力します。

• [VLAN 優先順位]－[VLAN コントロール]が有効な場合は、VLAN タグ付きフレーム用
に 0 から 7 の優先順位の値を入力します。

3. [F10] キーを押します。

特定の NIC アダプターが提供する構成メニューの使用
1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]を選択し、[Enter] キーを押します。

[システム構成]画面には、[BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）]オプションと、NIC な
どの他の利用可能なデバイスの構成が表示されます。

2. ネットワークブートに使用する NIC ポートを選択して [Enter] キーを押します。
NIC ポートアダプターの構成オプションが表示されます。オプションのタイトルは、NIC
カードによって異なります。

3. NIC の構成メニューオプション（たとえば、[MBA コンフィギュレーションメニュー]）を
選択して、[Enter] キーを押します。
次の例に示すようなメニューが表示されます。
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4. [VLAN モード]については、[有効]を選択し、[Enter] キーを押します。
5. [VLAN ID (1 ~ 4094)] については、ネットワークの VLAN 設定と一致する VLAN ID を入
力して、[Enter] キーを押します。

6. [Esc] キーを 2 回押して、[Y] を押して構成を保存および終了します。
7. サーバーを再起動します。

注記: NIC アダプター提供の VLAN 設定の構成には、RESTful インターフェイスツールは使
用できません。

iPXE の構成
標準的な PXE クライアントは、TFTP を使用してデータを転送しますが、iPXE クライアント
のファームウェアは、HTTP など、他のプロトコルを使用してデータを取得する機能を追加し
ます。UEFI iPXE ブートを使用する場合、TFTP および DHCP の構成設定はPXE の設定用の
設定と似ていますが、TFTP サーバーを介した iPXE のチェインロードを含む、HTTP の構成
手順も含む可能性があります。チェインロードにより、各サーバーのネットワークカードを個
別に再フラッシュすることなく、iPXE の機能を取得できます。

詳細情報

iPXE オープンソースブートファームウェアの Web サイト：http://ipxe.org/

iPXE の構成
プロセスの概要

1. iPXE をダウンロードします。
2. オプション：iPXE をカスタマイズします。
3. TFTP を構成します。
4. HTTP を構成します。
5. DHCP を構成します。

iPXE ファイルのダウンロード
1. iPXE オープンソースブートファームウェアの Web サイト http://ipxe.org/download にア

クセスして、次のいずれかのリンクを選択します。

• ビルト済みのバイナリ形式の ISO イメージの場合：http://boot.ipxe.org/ipxe.iso 。

• カスタマイズ可能な iPXE ソースコードの場合：http://git.ipxe.org/ipxe.git 。
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2. ダウンロードを完了します。

iPXE のカスタマイズ
1. iPXE のソースコードをコンパイルします。
2. グラフィックコンソールを有効にします。

• config/console.h ファイルで、次の行のコメントを解除します。
#define CONSOLE_FRAMEBUFFER /* Graphical framebuffer console */

• config/general.h ファイルで、次の行のコメントを解除します。
#define CONSOLE_CMD /* Console command */

3. time コマンドを有効にします。
config/general.h ファイルで、次の行のコメントを解除します。
#define TIME_CMD /* Time commands */

TFTP の構成
1. ご使用のオペレーティングシステムで指示されている TFTP サーバーパッケージをインス

トールします。

2. Ipxe.efi（または snponly.efi）ファイルを TFTP のルートディレクトリに移動しま
す。

HTTP の設定
1. ご使用のオペレーティングシステムで指示されている HTTP サーバーパッケージをインス

トールします。

2. Ipxe.efi（または snponly.efi）ファイルを HTTP のルートディレクトリに移動しま
す。

3. オペレーティングシステムのファイルを HTTP のルートディレクトリに移動します。

DHCP の構成
1. ご使用のオペレーティングシステムで指示されている DHCP サーバーパッケージをイン
ストールします。たとえば、ISC dhcpd サービスをインストールします。

2. 構成ファイルを次のように変更します。

• PXE クライアントが TFTP サーバーから iPXE をロードできるようにするために、
filename オプションとして、ipxe.efi を指定します。

• iPXE DHCP クライアントを処理するためのパラメーターを追加し、その filename
として iPXE スクリプトの HTTP パスを指定します。

• HTTP ブートが検出された場合に、ipxe.efi の HTTP URL を送り返すためのパラ
メーターを追加します。

詳細情報

HTTP/FTP URL ブート

構成のチェインロード

iPXE を使用して起動できるようにしたいマシンが多数あるが各マシンのネットワークカード
を再フラッシュしたくない場合は、既存の PXE ROM から iPXE をチェインロードすると便利
です。この操作は、PXE クライアントが TFTP サーバーから iPXE をロードできるようにする
ことで実行できます。
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例 11 チェインロードが有効になっている dhcpd.conf ファイル（サンプル）

# dhcpd.conf
#
option client-architecture code 93 = unsigned integer 16;
#
# Options common to all private networks
#
option domain-name "ipxedemo.net";
option domain-name-servers 16.110.135.52,16.110.135.51;
option ntp-servers 16.110.135.123;
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
#
# Private network
#
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 {
range 192.168.1.100 192.168.1.200;
option routers 192.168.0.1;
option broadcast-address 192.168.255.255;

# iPXE is DHCP client
if exists user-class and option user-class = "iPXE" {
filename "http://192.168.0.1/ipxe-demo/menu.ipxe";

# UEFI HTTP Boot
# option client-architecture code 93 = unsigned integer 16;
} elsif option client-architecture = encode-int ( 16, 16 ) {
filename "http://192.168.0.1/ipxe.efi";
option vendor-class-identifier "HTTPClient";

# Chain-load iPXE from TFTP server
} else {
filename "ipxe.efi";

}
}

PXE または iPXE の起動
前提条件

iPXE および iPv6 PXE では、ブートモードを [UEFI モード]に設定します。

PXE または iPXE を起動するには、次の操作を行います。
1. サーバーを起動します。

2. ProLiant POST 画面が表示されたら、次のいずれかを実行します。
• [F12]（ネットワークブート）キーを押します。
• [F11] キーを押して [ワンタイムブートメニュー]に進み、PXE または iPXE ブートター

ゲットを選択します。「ワンタイムブートのためのオプションの選択」 (10 ページ)
を参照してください。
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6 iSCSI ブート
iSCSI Software Initiator の構成

iSCSI ブートは、iSCSI ストレージエリアネットワーク（SAN）内の LUN に保存されている
ブートイメージからのホストシステムのブートを意味します。iSCSI ブートは、iSCSI Software
Initiator を使用して実装することができます。iSCSI Software Initiator では、iSCSI ターゲット
と呼ばれる Ethernet ネットワーク接続経由でのストレージデバイスへのアクセスが可能になり
ます。これらのターゲットは、iSCSI がディスクへのアクセスをファイルベースではなく、ブ
ロックレベルで提供するという点で、他のネットワークに接続されたストレージデバイスとは
異なっています。

iSCSI ブートでは、ソフトウェアに実装されている iSCSI スタック、または iSCSI ホストバス
アダプター（HBA）をブロックレベルストレージへの代替アクセス方法として実装されている
iSCSI スタックでネットワークアダプターを使用して Windows または Linux ベースのシステム
をブートできます。iSCSI ブートでは、各サーバーまたはブレードサーバーでローカルのスト
レージの必要性を排除することで、消費電力やシステムによる熱量発生を減らすことができま
す。

以下の手順は、システムユーティリティを使用して iSCSI Software Initiator を構成する方法を
示します。RESTful インターフェイスツールを使用して iSCSI を構成することもできます。次
の RESTful インターフェイスツールのドキュメントを参照してください：http://www.hpe.com/
info/restfulinterface/docs または http://www.hpe.com/jp/proliantessentials_manual 。

iSCSI Software Initiator の構成と iSCSI のブート
前提条件

• Windows 環境で iSCSI ブート用の VLAN を構成する前に、UEFI ネットワークブート用の
VLAN の構成の手順を完了してください。

• ブートモードは [UEFI モード]に設定されたままにします。

プロセスの概要

1. iSCSI ブート用のデバイスを選択し、これをネットワークブート可能にします。
2. iSCSI イニシエーターの名前を入力します。
3. iSCSI ブートデバイスを追加します。
4. iSCSI 接続を確認します。
5. （必要な場合）Red Hat Enterprise Linux 7 をインストールして構成します。
6. iSCSI イニシエーターのブート順序を変更します。

iSCSI ブート用のデバイスを選択してそのデバイスのネットワークブートを可能
にする

1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[ネットワークオプション]→[ネットワークブートオプション]を選択し、
[Enter] キーを押します。
次の例に示すように、iSCSI ブートに使用可能なネットワークデバイスとポートが [ネッ
トワークブートオプション]画面に表示されます。
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2. iSCSI ターゲットが利用可能な SAN ネットワークに接続されているデバイスを選択して、
[Enter] キーを押します。
このブートオプションをブート順序リストに表示するには、再起動が必要であることを示
すメッセージが表示されます。

3. [Enter] キーを押し、[ネットワークブート]を選択して、もう一度 [Enter] キーを押しま
す。

4. [F10] キーを押します。

iSCSI イニシエーターの名前の入力
新しい iSCSI イニシエーター名を設定し、イニシエーターで設定されているデフォルト名を
オーバーライドするには、次の操作を行います。

1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[ネットワークオプション]→[iSCSI ブート構成]を選択し、[Enter] キーを押
します。

2. [iSCSI イニシエーター名]を選択し、[Enter] キーを押します。
3. iSCSI Qualified Name（IQN）形式を使用して iSCSI イニシエーターの一意の名前を入力
します。

例：iqn.2001–04.com.example:uefi-13021088

iSCSI ブートデバイスの追加
1. [iSCSI ブート構成]画面から、[iSCSI ブート試行を追加]を選択し、[Enter] キーを押しま

す。

このブート試行を有効にするには、再起動が必要であることを示すメッセージが表示され
ます。

2. [Enter] キーを押します。
[iSCSI ブートネットワークインターフェイスの選択]に、iSCSI ブート用に利用できるネッ
トワークデバイスとポートが一覧表示されます。

3. ネットワークブートを有効にした NIC デバイスを選択し、[Enter] キーを押します。
[iSCSI ブート試行の構成]画面が表示されます。

4. 以下への入力を完了し、[Enter] キーを押して各設定を保存します。
• [iSCSI 試行名]－名前を入力します。
• [iSCSI ブート制御]－[有効]を選択します。

注記: ブート試行を作成するには、この設定を [無効]（デフォルト設定）から [有効]
に変更する必要があります。
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• [IP アドレスタイプ]－[IPv4] を選択します。
• [接続再試行カウント]－0～16 の値を入力します。デフォルトは 0 です（エントリー
なし）。

• [接続タイムアウト]－ミリ秒単位の値（100～20000）を入力します。デフォルトは
1000 です。

• [イニシエーター DHCP]－[Enter] キーを押して、DHCP からの iSCSI イニシエーター
のアドレスの構成を有効にします。

• [ターゲット DHCP 構成]－このオプションを無効にし（チェックボックスをクリア）、
ターゲット名、IP アドレス、ポート、およびブート LUN を入力します。このオプショ
ンは、デフォルトで有効になっています。

• [ターゲットブート LUN]－このブート試行のターゲットの LUN 番号を 16 進数形式で
入力します。

注記: LUN 番号は必ず 16 進数形式で入力する必要があります。

• 省略可能：[認証タイプ]－チャレンジハンドシェイク認証プロトコルが必要な場合は、
[CHAP] を選択して CHAP エントリーを完了します。

5. [PgDown] を押し、[変更の保存]を選択します。
6. サーバーを再起動します。

iSCSI 接続の確認
1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[ネットワークオプション]→[iSCSI ブート構成]→[iSCSI 試行]を選択し、
[Enter] キーを押します。
[iSCSI ブート試行の構成]画面が表示されます。

2. iSCSI ブートデバイスの追加で構成したブート試行に対して正しい情報が一覧表示されて
いることを確認します。[Initiator DHCP] を選択した場合は、新しく割り当てられた IP ア
ドレスが一覧表示されていることを確認します。

3. [システムユーティリティ]画面で、[内蔵アプリケーション]→[内蔵 UEFI シェル]を選択し、
[Enter] キーを押します。

4. 内蔵 UEFI シェルプロンプトから、次のコマンドを入力します。
map –r

次の例に示すようにマッピングテーブルが表示されます。

5. iSCSI ターゲットデバイスがファイルシステムとして識別されることを確認します。たと
えば、次のように入力します。FS0

6. exit コマンドを入力して、内蔵 UEFI シェルを終了します。
7. iSCSI ターゲットデバイスが [ワンタイムブートメニュー]に一覧表示されていることを確

認します。ワンタイムブートメニューオプションを参照してください。

8. Windows または Linux ブートディスクまたはライブイメージで起動した場合は、マップ済
み iSCSI ターゲットデバイスがインストールターゲットとして一覧表示されていることを
確認します。
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Red Hat Enterprise Linux 7 のインストールと構成
kickstart メニューを使用した Red Hat Enterprise Linux 7 のインストール

必要に応じて、RHEL のインストールに UEFI kickstart メニューを使用できます。
1. サーバーを再起動します。

2. POST 画面が表示されたら、[Esc] キーを何度か押して、Red Hat Enterprise Linux のイン
ストールオプションを含む画面に移動します。

3. 必要に応じて、上向きまたは下向きの矢印キーを使用して RHEL のインストールオプショ
ンを選択し、[E] キーを押してパラメーターを編集します。

4. 次の例に示すように、linuxefi 行にブートオプションを追加します。
linuxefi /images/pxeboot/vmlinuz
inst.stage2=hd:LABEL=RHEL-7.1\x20Server.X86.64 quiet initrdefi/images/pxeboot/initrd.img

5. [Ctrl]＋[X] キーを押してインストールブートプロセスを開始します。

Red Hat Enterprise Linux 7 の構成
必要に応じて以下の手順を実行し、iSCSI Software Initiator が RHEL 7.0 または 7.1 で正しく
動作することを確認します。

1. ftp://ftp.gnu.org/gnu/grub/ から GRUB2 ブートマネージャーファイルをダウンロードし
てインストールします。

2. GRUB2 メニューから、ブートオプションを選択し、[E] キーを押します。
3. 次の例に示すように、iSCSI ブートオプションの ip=ibft を vmlinuz inst.stage2
に追加します。

• RHEL 7.0 の場合：
linuxefi /images/pxeboot/vmlinuz
inst.stage2=hd:LABEL=RHEL-7.0\x20Server.X86.64 quiet ip=ibft

• RHEL 7.1 の場合：
linuxefi /images/pxeboot/vmlinuz
inst.stage2=hd:LABEL=RHEL-7.0\x20Server.X86.64 quiet rd.iscsi.ibft

4. [Ctrl]＋[X] キーを押してインストールブートプロセスを開始します。

注記: ホストサーバーを iSCSI ブートターゲットと接続しているネットワークが切断された
場合、元の iSCSI ブートオプションが失われ、新しいブートオプションが作成されます。この
場合、この iSCSI ブートオプションをブート順序リストの一番上に戻す必要があります。UEFI
ブート順序リストの変更を参照してください。

iSCSI イニシエーターのブート順序の変更
iLO 4 Web インターフェイス、システムユーティリティメニュー、または RESTful インター
フェイスツールを使用して、iSCSI イニシエーターのブート順序を変更できます。システムユー
ティリティの使用方法については、UEFI ブート順序リストの変更を参照してください。
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7 HTTP/FTP URL ブート
プリブートネットワーク構成

システムユーティリティ、内蔵 UEFI シェル、または RESTful インターフェイスツールを使用
して、プリブートネットワークインターフェイスと関連する設定を構成できます。

重要: webclient または ftp を同じインターフェイスに実行する計画なら、内蔵 UEFI シェ
ルの ifconfig コマンドをネットワークインターフェイスに使用する必要はありません。これ
らのインターフェイスおよび IP アドレス設定は、システムユーティリティで構成される [プリ
ブートネットワーク設定]で自動的に選択されるからです。
ftp および webclient によって使用されるインターフェイスが、たまたま ifconfig で構
成されると、その設定は消去され、代わりにシステムユーティリティの [プリブートネットワー
ク設定]メニューがコマンド実行時にインターフェイス上で適用されます。

システムユーティリティのプリブートネットワーク設定オプション

• [プリブートネットワークインターフェイス]－プリブートネットワーク接続に使用するネッ
トワークインターフェイスを指定します。

◦ [自動]（デフォルト）－システムは、ネットワーク接続されている最初の使用可能な
ポートを使用します。

◦ [内蔵の NIC]－システムは選択した NIC を使用します。選択した NIC に 2 つ以上の
ポートがある場合、システムはネットワーク接続されている最初の使用可能なポート
を使用します。

• [DHCPv4]－DHCP サーバーからのプリブートネットワークの IPv4 構成取得を有効、また
は無効にします。

◦ [有効]（デフォルト）－図 3 (32 ページ) に示すように、DHCPv4 IPv4 ネットワーク
アドレス構成を有効にします。

注記: この設定では、IPv4 アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイおよび DNS
設定の値は自動的に設定されるため、使用不能になります。

◦ [無効]－DHCPv4 のアドレス構成を無効にします。したがって、図 4 (32 ページ) に示
すとおり、以下の静的 IP アドレス設定を手動で構成する必要があります。
– [IPv4 アドレス]
– [IPv4 サブネットマスク]
– [IPv4 ゲートウェイ]
– [IPv4 プライマリ DNS]
– [IPv4 セカンダリ DNS]

• [URL から起動]－ブート可能な ISO または EFI ファイルのネットワーク URL を指定しま
す。HTTP または FTP のいずれかの形式で、IPv4 のサーバーアドレスまたはホスト名を
使用して URL を入力します。IPv6 アドレスはサポートされていません。構成すると、こ
の URL が UEFI ブートメニューにブートオプションとして表示されます。その後、ブート
メニューからこのオプションを選択し、指定されたファイルをシステムメモリにダウン
ロードして、そのファイルからシステムをブートできるようにすることができます。
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注記: この設定を使用するには、以下の操作を行います。

◦ URL の位置にアクセスするには、起動前のネットワーク設定を構成してください。

◦ ブートモードが UEFI モードに設定されたままにします。

ISO ファイルから起動する場合には、WinPE、mini-Linux または VMware ESX インストー
ラーなど、システムが予備的なオペレーティングシステム環境の起動に使用できるファイ
ルを使用します。そうすることにより、OS のネットワーク接続経由でその後のインストー
ルも進めることができます。フル OS インストールメディアが含まれている ISO ファイル
はサポートされません。

図 3 DHCP を介した NIC IP アドレスの設定

図 4 NIC IP アドレスの静的な設定

注記: システムの実行時に RESTful API を使用して構成を変更した後、その変更を反映する
ためにシステムを再起動する必要があります。RESTful API を使用した構成の時点でシステム
の電源を切った場合は、システムの電源投入後に設定が表示されます。システムユーティリ
ティまたは UEFI 内蔵シェル sysconfig コマンドを使用して行った変更はただちに反映されま
す。

[プリブートネットワーク設定] の構成
前提条件

• Windows 環境で HTTP/FTP URL ブート用の VLAN を構成する前に、UEFI ネットワーク
ブート用の VLAN の構成の手順を完了してください。

• [URL から起動]設定を使用する場合は、次の操作を行います。

URL の位置にアクセスするには、起動前のネットワーク設定を構成してください。◦
◦ ブートモードは [UEFI モード]に設定されたままにします。
◦ ISO ファイルから起動する場合には、WinPE、mini-Linux または VMware ESX インス
トーラーなど、システムが予備的なオペレーティングシステム環境の起動に使用でき
るファイルを使用します。

32 HTTP/FTP URL ブート



システムユーティリティの使用

1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[ネットワークオプション]→[プリブートネットワーク設定]を選択し、[Enter]
キーを押します。

2. いずれかのシステムユーティリティのプリブートネットワーク設定オプションを選択し
[Enter] キーを押してから、そのオプションの設定を選択するかまたは値を入力して、も
う一度 [Enter] キーを押します。

内蔵 UEFI シェルの sysconfig コマンドの使用
1. [システムユーティリティ]画面で、[内蔵アプリケーション]→[内蔵 UEFI シェル]を選択し、

[Enter] キーを押します。
2. 内蔵 UEFI シェルプロンプトから、次のいずれかを実行します。

• DHCPv4 を有効にして IPv4 ネットワークアドレスの構成を割り当てます。次に例を
示します。

Shell> sysconfig -s PreBootNetwork=EmbNic Dhcpv4=Enabled
UrlBootfile=ftp://192.168.5.56/bootx64.efi

• 静的な NIC の IP アドレスの構成を指定します。次に例を示します。
Shell> sysconfig -s PreBootNetwork=Auto Dhcpv4=Disabled
Ipv4Address=192.168.1.105 Ipv4SubnetMask=255.255.255.0
Ipv4Gateway=192.168.1.1 Ipv4PrimaryDNS=192.168.0.2
Ipv4SecondaryDNS=192.168.10.3
UrlBootfile=http://boot.server.com/iso/miniboot.iso

ファイルがダウンロードされ、起動します。

RESTful インターフェイスツールの使用
1. RESTful インターフェイスツールを実行します。
2. コマンドラインプロンプトで、次のいずれかを実行します。

• DHCPv4 を有効にして IPv4 ネットワークアドレスの構成を割り当てます。次に例を
示します。

hprest login proliantsystem1-ilo.domain.com -u username -p password
hprest select HpBios.
hprest set PreBootNetwork=EmbNic Dhcpv4=Enabled
UrlBootFile=http://192.168.5.56/bootx64.efi
hprest commit

• 静的な NIC の IP アドレスの構成を指定します。次に例を示します。
hprest login proliantsystem1-ilo.domain.com -u username -p password
hprest select HpBios.
hprest set PreBootNetwork=-s PreBootNetwork=Auto
Dhcpv4=Disabled Ipv4Address=192.168.1.105
Ipv4SubnetMask=255.255.255.0 Ipv4Gateway=192.168.1.1
Ipv4PrimaryDNS=192.168.0.2 Ipv4SecondaryDNS=192.168.10.3
UrlBootfile=http://boot.server.com/iso/miniboot.iso
hprest commit

3. 変更を反映するには、次のいずれかを行います。

• システムが実行中の場合は、システムを再起動します。

• システムの電源がオフであれば、電源を入れます。

4. [システムユーティリティ]で、[ワンタイムブートメニュー]に進みます。「ワンタイムブー
トのためのオプションの選択」 (10 ページ) を参照してください。

5. [URL ファイル]エントリーを選択して [Enter] キーを押します。
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トラブルシューティング

ネットワークブート URL のファイルをダウンロードできない

症状

ネットワークブート用に指定した URL のファイルをダウンロードしようとすると、エラーメッ
セージが表示されます。

解決方法 1

原因

静的構成時に指定したネットワーク接続設定が正しくありません。

操作

1. 内蔵 UEFI シェルの ping コマンドを使用してネットワーク接続をチェックします。『HPE
ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI シェルユーザーガイド』の「Ping」を参照してくだ
さい。

2. 静的なネットワーク接続設定を変更し、URL にあるファイルをもう一度ダウンロードしま
す。

解決方法 2

原因

DHCP サーバーが応答していません。

操作

1. DHCP サーバーが使用可能で、動作していることを確認します。
2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。

解決方法 3

原因

選択した NIC ポートにケーブルが接続されていません。

操作

1. ケーブルが接続されていることを確認します。

2. URL をもう一度ダウンロードします。

解決方法 4

原因

ファイルが正しくないかサーバーに存在しない、または十分な権限がないためにダウンロード
できません。ファイル名をチェックし、サーバーに存在していることを確認します。そのサー
バーに対する管理者権限があることを確認します。

操作

1. ファイルが存在し、正しいファイル名を使用していること、そのファイルをダウンロード
する十分な権限を持っていることを確認します。

2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。
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解決方法 5

原因

HTTP または FTP サーバーが停止しているか、または応答していません。

操作

1. 指定した HTTP または FTP サーバーが使用可能であり、動作中であることを確認します。
2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。

ダウンロードしたイメージファイルからネットワークブートを実行できない

症状

URL で指定されているイメージからの起動が失敗します。

解決方法 1

原因

イメージが署名されておらず、[セキュアブート]が有効になっています。

操作

1. イメージが署名されており、そのセキュアブート設定が正しいことを確認します。『HPE
ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI システムユーティリティユーザーガイド』の「セキュ
アブート」を参照してください。

2. URL のファイルをもう一度ダウンロードします。

解決方法 2

原因

ダウンロードしたファイルが壊れています。

操作

1. 新しいファイルを選択します。

2. URL 構成を繰り返して新しいファイルを指定します。
3. URL の新しいファイルをダウンロードしてみます。
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8内蔵 UEFI シェルのブート
すべての ProLiant Gen9 サーバーのシステム BIOS には、ROM に内蔵された UEFI シェルが含
まれます。内蔵 UEFI シェル環境には、UEFI Shell Specification に基づいて、スクリプティ
ング、ファイル操作、システム情報の取得に使用できる API と CLI が用意されています。内蔵
UEFI シェルは、他の UEFI アプリケーションも実行します。これらの機能により、UEFI シス
テムユーティリティの機能が強化されます。内蔵 UEFI シェルへのアクセスは、デフォルトで
有効になっています。

ここでは、内蔵 UEFI シェルの CLI を使用してシステム BIOS を構成し、OS の展開とインス
トールを自動化する方法について説明します。

ネットワーク展開用の内蔵 UEFI シェルコマンド
次の表に、ネットワーク展開に使用できる内蔵 UEFI シェルコマンドを示します。各コマンド
について詳しくは、『HPE ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI シェルユーザーガイド』を参
照してください。

説明コマンド

RAM ディスクを作成および削除します。ramdisk

ローカルの RESTful API サービスと対話します。restclient

システム BIOS 設定を表示または構成します。sysconfig

HTTP または FTP からファイルをダウンロードし、ISO ファイル
システムをマウントします。

webclient

標準形式の出力（SFO）
汎用的な表ベースの標準出力形式（SFO）コマンドオプションを使用すると、内蔵 UEFI シェ
ルコマンドの出力処理を容易にすることができます。標準形式の出力を使用するシェルコマン
ドでは、解析コマンドを使用して解析できるカンマ区切りデータの行と列を使用するコマンド
を除き、通常の表示と同じ情報が表示されます。最初の列には、行のデータのタイプを示す C
形式の識別子が必ず含まれます。この識別子は、テーブル名と呼ばれます。'_'文字で始まる
テーブル名は、実装ごとに異なります。

2 番目以降の列は、実際の内蔵 UEFI シェルコマンドデータを含む引用符付きの C 形式の文字
列です。それぞれの内蔵 UEFI シェルコマンドでは、列の形式と意味は列番号と テーブル名に
よって異なります。

-sfo オプションをサポートする内蔵 UEFI シェルコマンドでは、常にテーブル名
ShellCommand が生成されます。2 番目の列には、拡張を含まない内蔵 UEFI シェルコマンド
の名前が含まれています。例：ShellCommand,"ls"

例

FileInfo,"fs0:/efi/boot/winloader.efi","45670","arsh"
FileInfo,"fs0:/efi/boot/timsfile.txt","1250","a"
FileInfo,"fs0:/efi/boot/readme.txt","795","a"

拡張構文

以下の構文では、識別子は、英字またはアンダースコアで始まる C 形式の識別子です。引用符
で囲まれた文字列は、二重引用符（"）文字、続いて 0 個以上の文字、最後に二重引用符（"）
文字で終わります。文字列内の引用符は、^ 文字を使用してエスケープする必要があります
（^"など）。^ 文字は ^^ を使用して挿入できます。
sfo-format := sfo-row
sfo-row <EOL> <sfo-row>
sfo-row := sfo-table-name, sfo-columns
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sfo-table-name := identifier
sfo-columns := sfo-column |
sfo-columns, | sfo-column
sfo-column := quoted-string |
<empty>

例

VolumeInfo, "TimsVolume","400000000","32000000","16000000"
FileInfo, "fs0:/efi/boot/winloader.efi","45670","arsh"
FileInfo, "fs0:/efi/boot/timsfile.txt","1250","a"
FileInfo, "fs0:/efi/boot/readme.txt","795","a"

シェルスクリプトの開始
UEFI シェルスクリプトは、次の 2 つの方法のいずれかを使用して起動することができます。

システムユーティリティの UEFI シェルスクリプト自動起動
起動スクリプトを使用すると、RAM ディスクを作成し、ネットワークからファイルをダウン
ロードし、データを収集し、ネットワークに結果を再度アップロードした後に、システムを再
起動せずに OS へ起動できます。ローカルメディア上にスクリプトファイルを保存したり、
ネットワーク上からスクリプトファイルにアクセスしたりできます。

デフォルトでは、[UEFI シェルスクリプト自動起動]が [システムユーティリティ] で無効になっ
ており、すべての利用可能な FAT16 または FAT32 ファイルシステムでシェルが startup.nsh
ファイルを探すように構成できます。これらの設定は、接続されているメディア上の特定の
ファイルシステムまたはネットワーク上の特定の場所でシェルが起動スクリプトを探すように
変更することができます。ネットワーク上の場所を探すように構成する場合は、startup.nsh
ファイルの場所の URL を、HTTP または FTP の形式で指定できます。 詳しくは、『HPE
ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI システムユーティリティユーザーガイド』の「UEFI シェ
ルスクリプト自動起動」を参照してください。

シェルスクリプトの手動開始

1. .nsh スクリプトファイルの場所に移動します。
2. ファイルをダブルクリックまたは右クリックしてから、[Open] を選択します。

シェルスクリプトの編集

スクリプトファイルは、edit コマンドを使用して、オフラインで、またはシェルで編集でき
ます。type コマンドを使用して、スクリプトを画面に出力することもできます。

ネットワークから起動スクリプトを読み取る内蔵 UEFI シェルの構成

システムユーティリティの使用

1. HTTP ブートについての説明（システムユーティリティの使用）に従ってプリブートネッ
トワーク構成を完了します。ただし、[URL から起動]フィールドにデータを入力しないで
ください。このフィールドは、ISO イメージまたは EFI アプリケーションから起動する場
合にのみ必要です。

2. [UEFI シェルスクリプト自動起動] を有効にします。デフォルトでは無効になっています。
『ProLiant Gen9 サーバー用 UEFI システムユーティリティユーザーガイド』の「UEFI
シェルスクリプト自動起動」を参照してください。

3. 自動起動のロケーションを [ネットワーク] に設定します。『HPE ProLiant Gen9 サーバー
用 HPE UEFI システムユーティリティユーザーガイド』の「シェル自動起動スクリプトロ
ケーション」を参照してください。

4. 内蔵 UEFI シェルがスクリプトをダウンロードする場所（URL）を設定します。図 5 (38 ペー
ジ) 、および『ProLiant Gen9 サーバー用 UEFI システムユーティリティユーザーガイド』
の「シェル自動起動スクリプトのためのネットワーク上の場所」を参照してください。
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注記: 内蔵 UEFI シェルスクリプト（.nsh）をポイントするように URL を静的に設定
する必要があります。その他のファイルはサポートされません。

図 5 ネットワーク上の場所から実行する内蔵 UEFI シェルの起動スクリプトの構成

内蔵 UEFI シェルの sysconfig コマンドの使用
1. [システムユーティリティ]画面で、[内蔵アプリケーション]→[内蔵 UEFI シェル]を選択し、

[Enter] キーを押します。
2. 次の例に示すように、シェルプロンプトで sysconfig パラメーターを入力します。

Shell> sysconfig -s UefiShellStartup=Enabled UefiShellStartupLocation=NetworkLocation
UefiShellStartupUrl=http://deploy.server.com/scripts/startup.nsh

3. サーバーを再起動します。

RESTful インターフェイスツールの使用
1. RESTful インターフェイスツールを実行します。
2. コマンドラインプロンプトで、次のいずれかを実行します。

• DHCPv4 を有効にして IPv4 ネットワークアドレスの構成を割り当てます。次に例を
示します。

hprest login proliantsystem1-ilo.domain.com -u username -p password
hprest set PreBootNetwork=Auto Dhcpv4=Enabled
UefiShellStartup=Enabled UefiShellStartupLocation=NetworkLocation
UefiShellStartupUrl=http://deploy.server.com/scripts/startup.nsh
--selectorHpBios.
hprest commit

• 静的な NIC の IP アドレスの構成を指定します。次に例を示します。
hprest login proliantsystem1-ilo.domain.com -u username -p password
hprest set PreBootNetwork=Auto Dhcpv4=Disabled
Ipv4Address=192.168.1.105 Ipv4SubnetMask=255.255.255.0
Ipv4Gateway=192.168.1.1 Ipv4PrimaryDNS=192.168.0.2
Ipv4SecondaryDNS=192.168.10.3
UefiShellStartup=Enabled UefiShellStartupLocation=NetworkLocation
UefiShellStartupUrl=http://deploy.server.com/scripts/startup.nsh
--selectorHpBios.
hprest commit

3. サーバーを再起動します。

4. 「ブート設定」 (7 ページ) の説明に従って、ブート順序リストの一番上にこの URL エン
トリーを移動します。

5. サーバーを再起動します。

RAM ディスクの作成
RAM ディスクは、ストレージデバイスのようにアクセスできる「メモリ内」ファイルシステ
ム（RAM でエミュレートされたブロック/ストレージデバイス）です。
ボリュームラベル MYRAMDISK 付きの 512 MB の FAT32 RAM ディスクを作成するには、内蔵
UEFI シェルプロンプトで次のコマンドを入力します。
Shell> ramdisk -c -s 512 -v MYRAMDISK -t F32
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詳細については、help ramdisk, or ramdisk -? と入力します。
このコマンドについて詳しくは、『HPE ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI シェルユーザー
ガイド』を参照してください。

展開とスクリプティング
次の図は、内蔵 UEFI シェルの起動方法を示しています。

図 6 展開アーキテクチャー

構成手順が完了し内蔵 UEFI シェルから起動すると、シェルは構成されている接続メディアま
たはネットワークの場所にある startup.nsh ファイルを自動的に見つけます。これはネット
ワークからスクリプトをダウンロードする RAM ディスクをプロビジョニングします。次に、
起動スクリプトは自動的にシステム構成を実行し、OS の展開とインストールのプロセスを開
始します。

図 7 ネットワークスタック

ここでは、起動スクリプトをネットワークからピックアップして実行する内蔵 UEFI シェルを
構成する方法について詳しく説明します。

内蔵 UEFI シェルのブートの構成：サンプルの展開ソリューション
システムユーティリティ、内蔵 UEFI シェルのコマンド、または RESTful インターフェイス
ツールのコマンドを使用して、シェルからの起動のデフォルト値を構成できます。また、必要
な場合は、デフォルト値のままにすることができます。ここでは、システムユーティリティと
RESTful インターフェイスツールを使用して必要な構成タスクを完了する方法について説明し
ます。
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システムユーティリティによる必要な構成

1. プリブートネットワークを構成します。

• [プリブートネットワークインターフェイス]について、次のいずれかを選択します。

[自動]（デフォルト設定）◦
◦ 使用可能な [内蔵の NIC]

• [DHCPv4] については、次のいずれかを行います。

◦ [有効]（デフォルト設定）を選択します。

◦ [無効]を選択し、図 4に示すとおり、手動で次の静的 IP アドレス設定を構成しま
す。

– [IPv4 アドレス]
– [IPv4 サブネットマスク]
– [IPv4 ゲートウェイ]
– [IPv4 プライマリ DNS]
– [IPv4 セカンダリ DNS]

2. 内蔵 UEFI シェル設定を構成します。
• [内蔵 UEFI シェル]については、[有効]（デフォルト設定）を選択します。
• [UEFI シェルスクリプト自動起動]については、[有効]（デフォルト設定ではない）を
選択します。

• [内蔵 UEFI シェルをブート順序に追加]については、[有効]（デフォルト設定ではな
い）を選択します。

内蔵 UEFI シェルが [UEFI ブート順序]リストと [ワンタイムブートメニュー]に追加さ
れます。

• [シェル自動起動スクリプトロケーション]については、[自動]（デフォルト設定）、
[ネットワーク上]、または [接続メディア上のファイルシステム]を選択します。

3. 次のいずれかを実行します。

• [ワンタイムブート]メニューから内蔵 UEFI シェルを選択します。ワンタイムブート
のためのオプションの選択を参照してください。

• 内蔵 UEFI シェルを常に最初に起動する場合は、[UEFI ブート順序]リストの一番上に
移動します。UEFI ブート順序リストの変更を参照してください。

RESTful インターフェイスツールを使用した必要な設定の構成
RESTful インターフェイスツールを使用して、システムユーティリティによる必要な構成で説
明した構成を完了できます。RESTful インターフェイスツールのサンプルコマンドを以下に示
します。
#login to the target iLO and setup the session.
a) hprest login https://clientilo.domain.com -u username -p password

#Select the NIC. "Auto" is the default setting, uses the first available NIC port with cable connected.
b) hprest set PreBootNetwork=Auto --selector HpBios.
[OR]
#use the Network adapter in PCI slot 2's first port that has a cable connected.

hprest set PreBootNetwork=PciSlot2 --selector HpBios.

#Set DHCP or static IP. DHCP is the default setting
c) hprest set Dhcpv4=Enabled
[OR]
#disable DHCP and set up manual IP address and DNS settings.

hprest set Dhcpv4=Disabled Ipv4Address=192.168.1.121 Ipv4SubnetMask=255.255.255.0 Ipv4Gateway=192.168.1.1
#DNS is optional if you refer to the remote servers directly by their IP addresses.

hprest set Ipv4PrimaryDNS=192.168.1.1 Ipv4SecondaryDNS=192.168.1.189
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#ask the embedded Shell to run a startup script upon launch.
d) hprest set UefiShellStartup=Enabled

#Set the startup script location. "Auto" is the default - first network then local disk.
e) hprest set UefiShellStartupLocation=Auto
[OR]
#download and execute script from network location only

hprest set UefiShellStartupLocation=NetworkLocation

#URL for the startup script. Supports host names or IP addresses of remote servers. Ensure DNS is configured
if using host names.
f) hprest set UefiShellStartupUrl=http://server.domain.com/deploy/startup.nsh

#Set one time boot to Embedded UEFI shell.
g) hprest set Boot/BootSourceOverrideEnabled=Once Boot/BootSourceOverrideTarget=UefiShell --selector
ComputerSystem.

#commit all changes and power on the system.
h) hprest commit --reboot=ON

サンプル起動スクリプト

内蔵 UEFI シェルのブートの構成：サンプルの展開ソリューションの手順の完了後、ターゲッ
トシステムの電源を最初にオンにすると、システムが特定のステージから起動し、必要な設定
でシステム自体を構成して再起動します。システムは次に内蔵 UEFI シェルを起動し、このシェ
ルによって構成済みの URL から起動スクリプトをダウンロードし、実行します。内蔵 UEFI
シェルが実行できる構成スクリプトのサンプルを以下に示します。

@echo -off

#
# Setup the environment variables. All of them are created as volatile.
#

#
# The volume label for the RAMDISK.
#
set -v VolumeLabel MYRAMDISK

#
# Variable to store the file system index that will be looped
# to determine the FS<x> number for the RAMDISK that is created.
#
set -v FsIndex 0

#
# Variable to store the output string of the ramdisk -c command.
# Successful creation of RAMDISK will give the following output:
# "RAM disk 'FSx:' created successfully." where x=0,1,2,...
#
set -v RamDiskStr 0

#
# Size of the RAMDISK in MegaBytes (MB).
#
set -v RamDiskSize 512

#
# Server URL hosting the OS loader and images.
# Can be HTTP or FTP. Names or IP addresses are allowed.
# Ensure DNS service is available and configured (see pre-requisites)
# when server names are used.
#
set -v Url http://192.168.1.1

#
# Files to be downloaded
#
set -v DownloadFile1 efilinux.efi
set -v DownloadFile2 deploy.kernel
set -v DownloadFile3 deploy.ramdisk

#
# Step 1. Create RAMDISK to store the downloaded OS programs.
#
echo "Creating a RAM Disk to save downloaded files..."
ramdisk -c -s %RamDiskSize% -v %VolumeLabel% -t F32 >v RamDiskStr
if %lasterror% ne 0x0 then
echo "Cannot create a RAMDISK of size %RamDiskSize%."
goto EXITSCRIPT
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endif
echo "RAM Disk with Volume Label %VolumeLabel% created successfully."

#
# Step 2. Check each word in the output (RamDiskStr) and see if it matches
# the FSx: pattern. The newly created RAMDISK will be FS1: or higher.
# Here the check goes up to FS3: (the inner for loop), but a larger limit
# may be used in case many other file systems already exist before
# the creation of this RAMDISK. The FS for the RAMDISK is found when the
# FsIndex matches the FS<x> in RamDiskStr. Change the working directory
# to FS<FsIndex>:, so all downloads get saved there.
#
# FS0: is ignored. In the worst case, when no other usable
# file system is present, FS0: will map to the file system
# that this script is executing from.
#
#
for %a in %RamDiskStr%
for %b run (1 10)
set -v FsIndex %b
if 'FS%FsIndex%:' == %a then
FS%FsIndex%:
goto RDFOUND

endif
endfor

endfor

#
# The following message appears if the newly created RAMDISK cannot be found.
#
echo "RAMDISK with Volume Label %VolumeLabel% not found!"
goto EXITSCRIPT

#
# The following message appears if the RAMDISK FS<x> has been found and you are in the
# RAMDISK's root folder.
#
:RDFOUND
echo "RAMDISK with Volume Label %VolumeLabel% found at FS%FsIndex%:."

#
# Step 3: Download the required files into the RAMDISK.
#
echo "Downloading %Url%/deploy/%DownloadFile1% (File 1 of 3...)"
webclient -g %Url%/deploy/%DownloadFile1% -o %DownloadFile1%
if %lasterror% ne 0x0 then
goto EXITSCRIPT

endif

echo "Downloading %Url%/deploy/%DownloadFile2% (File 2 of 3...)"
webclient -g %Url%/deploy/%DownloadFile2% -o %DownloadFile2%
if %lasterror% ne 0x0 then
goto EXITSCRIPT

endif

echo "Downloading %Url%/deploy/%DownloadFile3% (File 3 of 3...)"
webclient -g %Url%/deploy/%DownloadFile3% -o %DownloadFile3%
if %lasterror% ne 0x0 then
goto EXITSCRIPT

endif

#
# Step4: Launch the boot loader.
#
echo "Starting the OS..."
%DownloadFile1% -f %DownloadFile2% initrd=%DownloadFile3%

#
# You reach here only if the downloads and booting failed.
#
:EXITSCRIPT
echo "Exiting Script."

サンプルスクリプトは、以下を実行します。

1. ダウンロードしたブートローダー、OS カーネル、ファイルシステム、およびブートロー
ダーとカーネルを初期化してネットワーク経由でインストールを続行するために必要なす
べての構成ファイルを保存するための一時的な RAM ディスクを作成します。
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2. 作成した RAM ディスクの FS<x> ID を決定します。
3. 作業ディレクトリを RAM ディスクのルートに設定します。（例：FS1:\）
4. OS の起動に必要なファイル（ブートローダー、OS カーネル、OS カーネルのメモリ内
ファイルシステム）をダウンロードします。

5. 次のいずれかを実行します。

• ダウンロードが完了したら、ブートローダーを起動します。OS カーネルファイルへ
のパス、そのメモリ内ファイルシステム、および（ブートローダーが起動時にカーネ
ルに渡す）OS カーネルへの引数がコマンドラインの引数としてブートローダーに渡
されます。

• ダウンロードに失敗した場合は、クリーンアップを実行して起動スクリプトを終了し
ます。

内蔵 UEFI シェルとプリブートスクリプトの役割は、ここで終了し、OS は、そのメモリ内ファ
イルシステムに組み込まれている OS 固有の展開スクリプトを使用して、単独で展開を続行で
きます。

トラブルシューティング

UEFI シェルスクリプトから展開できない

症状

UEFI シェルスクリプトを使用して OS を展開しようとすると、展開の失敗を示すエラーメッ
セージが表示されます。

原因

構成設定が正しくありません。

操作

1. 次を確認します。

• 内蔵 UEFI シェルインターフェイスが [UEFI ブート順序]リストまたは [ワンタイム
ブートメニュー]に追加されている。

• [UEFI ブート順序]リストに追加すると、[UEFI ブート順序]リストで内蔵 UEFI シェル
インターフェイスが最初のオプションになるため、他のブートオプションよりも優先
してロードされる。

• UEFI シェルスクリプト自動起動が有効になっている。

• 接続されているメディアの startup.nsh スクリプトファイルの場所またはネット
ワーク上の場所が正しく指定されている。接続メディア内の場合は、startup.nsh
スクリプトは fsX:\または fsX:\efi\boot\ディレクトリ内になければなりませ
ん。

• .nsh スクリプトがサポート対象のコマンドのみを含んでいる。

• 使用しているシステムに、自動スクリプトの実行中に RAM ディスクを作成するため
の十分な RAM メモリある。

• .nsh script を使用して起動された OS ブートローダーや診断アプリケーションの
UEFI 環境での実行がサポートされている。

2. 展開を再度試みます。
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9 UEFI モードの FC/FCoE SAN ブート
FC/FCoE SAN ブート構成

システムユーティリティのデフォルトでは、ターゲットのデバイス設定でインストール済みの
FC/FCoE アダプターがあらかじめ構成されているブートターゲットのみスキャン可能です。
ブートポリシーの設定は変更することができます。変更後、UEFI モードまたはレガシ BIOS
モードのいずれかで FC/FCoE SAN から起動することができます。UEFI モードでのブート方
法を以下に説明します。

注記: ブート時間が長くならないように、使用可能なすべてのターゲットをスキャンする FC
スキャンポリシーを設定しないようにしてください。この設定は、ご使用のアダプターの UEFI
システムユーティリティのオプションで、またはシステムユーティリティでグローバルスキャ
ンポリシーを設定することによって、無効にすることができます。

FC/FCoE SAN からの起動
前提条件

• EFI システムパーティション（ESP）とブートローダーファイルがデフォルトの場所（\efi\
BOOT\BOOTX64.EFI）に保存されている。

• SAN ブートターゲットが GPT（GUID パーティションテーブル）構成である。

• ブートモードが [UEFI モード]に設定されている。
• システムユーティリティで [内部 SD カードスロット]オプションが有効になっている。こ
れはデフォルト設定です。詳しくは、HPE ProLiant Gen9 サーバー用『HPE UEFI システ
ムユーティリティユーザーガイド』の「内部 SD カードスロット」を参照してください。

システムユーティリティを使用して FC/FCoE SAN から起動するには、次
の操作を行います。

1. 必要に応じて、以下のいずれかを実行してブートポリシー設定を変更します。

• PCIe スロットにないファイバーチャネルコントローラーについては、『HPE ProLiant
Gen9 サーバー用 HPE UEFI システムユーティリティユーザーガイド』の「ファイバー
チャネル/FCoE スキャンポリシー」の説明に従って設定を変更してください。

• PCIe スロットにあるファイバーチャネルコントローラーについては、『HPE ProLiant
Gen9 サーバー用 HPE UEFI システムユーティリティユーザーガイド』の「PCIe スト
レージブートポリシー」の説明に従って設定を変更してください。

2. UEFI ブート順序リストの変更の説明に従って、ブート順序リストの一番上にこのブート
オプションを移動します。

3. サーバーを再起動します。
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10 UEFI モードのローカル HDD ブート
HDD ブート構成

UEFI モードまたはレガシ BIOS モードのいずれかで、内蔵 SATA または内蔵（SAS ベース）
Smart アレイコントローラーに接続されているローカルハードディスクドライブを含む、ロー
カルハードディスクドライブから起動することができます。UEFI モードでのローカル HDD
ブートを以下に説明します。

内蔵 SATA のサポート
内蔵 SATA に接続されているローカルの SATA ハードディスクドライブから起動するには、イ
ンストールされている OS に対して適切な SATA コントローラーを有効にする必要がありま
す。ご使用のサーバーモデルに応じて、SATA AHCI または Dynamic Smart アレイ RAID サポー
トのいずれかがデフォルトで有効化されています。

注意: ご使用のブートモードがレガシ BIOS モードに構成されているときは、Dynamic Smart
アレイはサポートされません。Dynamic Smart アレイ RAID を有効にする場合、既存の SATA
ドライブでのデータの消失またはデータの破損を防止するために UEFI モードを使用する必要
があります。このオプションを有効にする前にすべてのドライブをバックアップしてくださ
い。

SATA AHCI サポートを有効にする前に、ご使用のオペレーティングシステムのドキュメント
を参照して、ご使用のベースメディアのドライバーがこの機能をサポートしていることを確認
します。

内蔵 SATA のサポートの有効化
前提条件

2.2 TB を超えるパーティションでは、ブートモードが UEFI モードに設定されています。

内蔵 SATA のサポートを有効にするには、次の操作を行います。
1. [システムユーティリティ]画面で、[システム構成]→[BIOS/プラットフォーム構成
（RBSU）]→[システムオプション]→[SATA コントローラーオプション]→[内蔵 SATA 構
成]を選択し、[Enter] キーを押します。

2. ご使用の SATA オプションに対して、正しい AHCI または RAID システムドライバーを使
用していることを確認します。

3. 設定を選択して [Enter] キーを押します。
• [SATA AHCI サポートを有効]－AHCI 用の内蔵チップセット SATA コントローラーを

有効化します。

• [HP Dynamic Smart Array RAID サポートを有効]－Dynamic Smart アレイ RAID 用
の内蔵チップセット SATA コントローラーを有効化します。

4. [F10] キーを押します。
5. UEFI モードでは、UEFI ブート順序リストの変更の説明に従って、UEFI ブート順序リス
トの一番上にこの UEFI ブートオプションを移動します。

6. サーバーを再起動します。
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11 サポートと他のリソース
Hewlett Packard Enterprise サポートへのアクセス

• ライブアシスタンスを受けるには、Web サイト「Contact Hewlett Packard Enterprise
Worldwide」に移動します。
http://www.hpe.com/assistance

• ドキュメントとサポートサービスにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポー
トセンターの Web サイトに移動します。
http://www.hpe.com/support/hpesc

ご用意いただく情報

• テクニカルサポートの登録番号（該当する場合）

• 製品名、モデルまたはバージョン、シリアル番号

• オペレーティングシステム名およびバージョン

• ファームウェアバージョン

• エラーメッセージ

• 製品固有のレポートおよびログ

• 増設した製品またはコンポーネント

• 他社製品またはコンポーネント

アップデートへのアクセス

• 一部のソフトウェア製品では、その製品のインターフェイスを介してソフトウェアアップ
デートにアクセスするためのメカニズムが提供されます。製品のドキュメントを確認し、
推奨されるソフトウェアアップデートの方法を特定します。

• 製品のアップデートをダウンロードするには、以下のいずれかに移動します。

Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [メールニュース配信登録]ページ：
http://www.hpe.com/support/e-updates-ja

◦

◦ Software Depot の Web サイト：
http://www.hpe.com/support/softwaredepot

• お客様の資格を表示したりアップデートしたり、契約や保証をお客様のプロファイルにリ
ンクしたりするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセンターの [More Information
on Access to Support Materials] ページに移動します。
http://www.hpe.com/support/AccessToSupportMaterials

重要: 一部のアップデートにアクセスするには、Hewlett Packard Enterprise サポートセ
ンターからアクセスするときに製品の資格が必要になる場合があります。関連する資格を
使って HPE パスポートをセットアップしておく必要があります。
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関連情報
UEFI システムユーティリティおよび内蔵シェル用の最新のドキュメントは、http://
www.hpe.com/info/ProLiantUEFI/docs または http://www.hpe.com/jp/
proliantessentials_manual で入手できます。次のドキュメントが提供されています。

• 『HPE ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI シェルユーザーガイド』

• 『HPE ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI システムユーティリティユーザーガイド』

• 『HPE ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI シェルクイックリファレンスカード』

• 『HPE ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI システムユーティリティおよびシェルリリー
スノート』

『HPE ProLiant Gen9 サーバー用 HPE UEFI システムユーティリティおよびシェルコマンドモ
バイルヘルプ』は、システムユーティリティ画面の下部にある QR コードをスキャンするか、
または http://www.hpe.com/qref/ProLiantUEFI/Help で入手できます。

Web サイト

リンクWeb サイト

http://www.uefi.org/specificationsUEFI の仕様

http://www.uefi.org/learning_centerUEFI の学習資料

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/tianocoreSourceForge の UEFI EDK2 プロジェクト（仕様および
コードのダウンロード）

http://www.hpe.com/info/enterprise/docsHewlett Packard Enterprise Information Library

http://www.hpe.com/support/hpescHewlett Packard Enterprise サポートセンター

http://www.hpe.com/assistanceContact Hewlett Packard Enterprise Worldwide

http://www.hpe.com/support/e-updates-jaサブスクリプションサービス/サポートのアラート

http://www.hpe.com/support/softwaredepotSoftware Depot

http://www.hpe.com/support/selfrepairカスタマーセルフリペア

http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docsInsight Remote Support

カスタマーセルフリペア
Hewlett Packard Enterprise カスタマーセルフリペア（CSR）プログラムでは、ご使用の製品
をお客様ご自身で修理することができます。CSR 部品を交換する必要がある場合、お客様の
ご都合のよいときに交換できるよう直接配送されます。一部の部品は CSR の対象になりませ
ん。Hewlett Packard Enterprise もしくはその正規保守代理店が、CSR によって修理可能かど
うかを判断します。

リモートサポート（HPE 通報サービス）
リモートサポートは、保証またはサポート契約の一部としてサポートデバイスでご利用いただ
けます。リモートサポートは、インテリジェントなイベント診断を提供し、ハードウェアイベ
ントを Hewlett Packard Enterprise に安全な方法で自動通知します。これにより、ご使用の製
品のサービスレベルに基づいて、迅速かつ正確な解決が行われます。ご使用のデバイスをリ
モートサポートに登録することを強くおすすめします。

デバイスサポートについて詳しくは、次の Web サイトを参照してください。
http://www.hpe.com/info/insightremotesupport/docs
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RESTful API
RESTful API は、サーバーの構成、インベントリ、および監視を実行できる、Hewlett Packard
Enterprise のサーバー管理ツールで使用される管理インターフェイスです。プログラミング可
能なインターフェイス、シンプルかつセキュアでリモートでの拡張が可能なライトウェイト
データモデル仕様を提供します。

RESTful API は、以下のメカニズムを介してアクセスできます。

• Google Chrome ブラウザー用の高度な REST プラグインと同じく、無料で入手できるブ
ラウザー用の REST プラグインをインストールします。

• CURL のような無料で入手できるコマンドラインツールをインストールします。

• http://www.hpe.com/info/redfish （英語）から REST ツール（Windows および Linux の
両方に対応）をインストールします。

ツールのインストール後に、ターゲットの ProLiant システム上の RESTful API サービスには、
システムの iLO マネジメントネットワーク経由でアクセスできます。詳しくは、http://
www.hpe.com/info/restfulinterface/docs を参照してください。
RESTful ツールは最終的に、BIOS/プラットフォーム構成（RBSU）と連携しているユーティ
リティである CONREP（Configuration Replication ユーティリティ）に代わって ProLiant サー
バー上でハードウェア構成を複製します。詳しくは、Hewlett Packard Enterprise の Web サイ
ト（http://www.hpe.com/info/stk/docs または http://www.hpe.com/jp/
proliantessentials_manual ）にあるご使用のオペレーティングシステム環境用の『Scripting
Toolkit ユーザーガイド』を参照してください。
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用語集

AHCI Advanced Host Controller Interface。アドバンストホストコントローラーインターフェース
API Application Program Interface
BIOS Basic Input/Output System。基本入出力システム
CHAP Challenge-Handshake Authentication Protocol。チャレンジハンドシェイク認証プロトコル
CONREP Configuration Replication。ProLiant サーバーのハードウェア構成を、他の ProLiant サーバー

上に複製するために使用されるシステム構成 XML ファイルを生成するユーティリティ
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol
DNS Domain Name System。ドメインネームシステム
EFI EFI 仕様のバージョンである EFI 1.02、EFI 1.10、または UEFI 2.0 のいずれかを表す一般用

語

FAT File Allocation Table。ファイルアロケーションテーブル
FTP File Transfer Protocol。ファイル転送プロトコル
FW ファームウェア

GRUB Grand Unified Boot loader
iLO Integrated Lights-Out
iSCSI Internet Small Computer System Interface
ISO International Organization for Standardization。国際標準化機構
LUN Logical Unit Number。論理ユニット番号
MBA Multi-Boot Agent。マルチブートエージェント
MBR Master Boot Record。マスターブートレコード
MDT Microsoft Deployment Toolkit— デスクトップとサーバーの展開を自動化するための一連のツー

ル、プロセス、およびガイダンス

PXE Preboot Execution Environment－クライアントサーバー環境がクライアント上のネットワー
クソフトウェアから起動する方法を定義する仕様。DHCP や TFTP など、標準ネットワーク
プロトコルが必要です。

RBSU ROM-Based Setup Utility。ROM ベースセットアップユーティリティ
REST Representational State Transfer
SAS Serial Attached SCSI。シリアル接続 SCSI
SATA Serial Advanced Technology Attachment
SD Secure Digital
SFO Standard Format Output。標準形式出力
TFTP Trivial File Transfer Protocol— クライアントがリモートホストから取得する、またはリモート

ホストにコピーするためのファイル転送プロトコル

UDP User Datagram Protocol。ユーザーデータグラムプロトコル
UEFI Unified Extensible Firmware Interface— ブートプロセス中のオペレーティングシステムとプ

ラットフォームファームウェア間のインターフェイス

URI Uniform Resource Identifier
USB Universal Serial Bus。ユニバーサルシリアルバス
WDS Windows Deployment Services－Windows オペレーティングシステムのネットワークベース

のインストール向けに Microsoft 社が開発したサーバーテクノロジー
セキュアブート ハードウェア検証済みであり、マルウェアフリーなオペレーティングシステムを提供するこ

とによって、システム展開のセキュリティを向上させることができる、UEFI の新しいバー
ジョンに追加されたプロセス

ブートローダー システムがオンの場合に、サーバーまたはコンピューター上にオペレーティングシステムを
ロードするプログラム。
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マルチキャスト 情報が一括してグループ送信先システム宛ての場合のグループ通信
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